
H30年度 宮クーポン事業 加盟店一覧表 2018/9/28

店舗名
店舗住所

(富士宮市）
店舗ＴＥＬ 業種名 種類

AOKI富士宮店 西小泉町22-5 28-4588 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

小川洋品店 大宮町9-16 26-3988 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

おしゃれ靴 きのうち 大宮町1-2 26-3900 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

おしゃれ処布屋 西町10-17 27-2580 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

おしゃれの店　やまぐち 宮町4-2 23-3728 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

おのや富士宮店 中央町3-6 23-0325 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

カトレア 大宮町2-4 26-0665 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

かわむら呉服店 大宮町12-10 26-2236 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

くつ・バッグ・婦人服 ASAI 中央町9-3 26-4225 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

(株)靴のイケダ 大宮町8-5 26-4024 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

靴のまつばや 西町17-7 26-3922 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

呉服・洋装のこながい 大宮町1-3 26-3276 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

呉服・洋装の大丸 宮町10-4 26-3003 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

呉服のわらしな 宮町8-33 26-2345 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

ニック04＆オブリガード 大宮町13-3 24-9834 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

ニックF&G 大宮町16-13 23-7004 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

丸石呉服店　（きものの丸石） 宮町9-6 26-2655 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

ミスターニック 西町5-1 27-0886 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

ミセスショップ　オータ 大宮町12-2 26-2262 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

(株)望幸 大宮町12-9 26-4153 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

森染 宮町8-31 26-3006 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

洋服の青山　富士宮店 小泉816-1 23-3020 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

ヨダヤ洋品店 西町10-1 26-2696 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

リトルファッション ヴィラ 大宮町10-15 26-1129 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

レディスショップイトクマ 中央町2-5 26-2039 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 中小

テックランド　富士宮店 万野原新田3728 25-5511 家電・ＴＶ・パソコン 大規模

株式会社アスティー 上井出773-3 54-0339 家電・ＴＶ・パソコン 中小

アダチ特機 宮原279-3 26-4540 家電・ＴＶ・パソコン 中小

アドホック　ナカジマ 北山1539 58-1347 家電・ＴＶ・パソコン 中小

ADHOC ニシコ 東町9-6 26-2666 家電・ＴＶ・パソコン 中小

アトリエール　トーエイ 上井出1307-4 54-0124 家電・ＴＶ・パソコン 中小

あんどう 淀師155-1 27-8123 家電・ＴＶ・パソコン 中小

池野電器店 西町20-16 26-2983 家電・ＴＶ・パソコン 中小

ウインディーやよい 東町26-18 27-8412 家電・ＴＶ・パソコン 中小

エイコーでんき 淀川町36-18 24-8888 家電・ＴＶ・パソコン 中小

笠井電化センター 舞々木町272 26-8980 家電・ＴＶ・パソコン 中小

神谷ミシン商会 西町21-13 26-2072 家電・ＴＶ・パソコン 中小

グッドハウス　マツナガ 羽鮒1245-1 65-0051 家電・ＴＶ・パソコン 中小

有限会社篠原電気 上井出795-1 54-0647 家電・ＴＶ・パソコン 中小

太陽電器店 東町1-21 26-4423 家電・ＴＶ・パソコン 中小

電化のマルビシ 西町17-5 27-2320 家電・ＴＶ・パソコン 中小

でんきのJOY富士宮店 外神東町124-3 58-7755 家電・ＴＶ・パソコン 中小

パナスルガ 中里東町726 26-5572 家電・ＴＶ・パソコン 中小

プラッツ ツボイ 野中東町127-2 24-2710 家電・ＴＶ・パソコン 中小

松屋電気商会 大宮町16-15 26-3693 家電・ＴＶ・パソコン 中小

メリーセキネ 山本343-13 24-8906 家電・ＴＶ・パソコン 中小

望栄電器商会 西町25-3 26-3476 家電・ＴＶ・パソコン 中小

ヤガワデンキ 小泉2348-81 24-2258 家電・ＴＶ・パソコン 中小

ライズ　よしだ 野中町735 27-5686 家電・ＴＶ・パソコン 中小

ライズさいとう 下条390 58-0564 家電・ＴＶ・パソコン 中小
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バロー　三園平店 三園平687 21-1515 食料品・飲料・お酒 大規模

マックスバリュ富士宮朝日町店 朝日町6-29 24-1333 食料品・飲料・お酒 大規模

マックスバリュ富士宮万野原店 万野原新田3362-1 22-2310 食料品・飲料・お酒 大規模

マックスバリュ富士宮宮原店 宮原1-4 25-3980 食料品・飲料・お酒 大規模

マックスバリュ富士宮若宮店 小泉530-2 26-7333 食料品・飲料・お酒 大規模

赤岡鮮魚店　魚国 北山1494-2 58-1036 食料品・飲料・お酒 中小

あさぎりフードパーク 根原449-11 29-5101 食料品・飲料・お酒 中小

御菓子庵　田子の月　富士宮阿幸地店 城北町775 27-5546 食料品・飲料・お酒 中小

お茶のやま文 黒田146-16 27-5501 食料品・飲料・お酒 中小

(株)小野田本店 大宮町17-13 26-2300 食料品・飲料・お酒 中小

(有)笠井畜産・豚珍館 北山1395-3 58-2072 食料品・飲料・お酒 中小

片岡精肉店 大宮町2-2 26-2436 食料品・飲料・お酒 中小

(株)叶屋 宝町15-16 23-2940 食料品・飲料・お酒 中小

北川製あん所 宮町3-14 26-3765 食料品・飲料・お酒 中小

業務スーパー　富士宮店 矢立町971 28-5105 食料品・飲料・お酒 中小

業務スーパー　三園平店 三園平524 23-2800 食料品・飲料・お酒 中小

近藤商店 西町10-4 26-2949 食料品・飲料・お酒 中小

酒のやまき 万野原新田4037-2 58-1111 食料品・飲料・お酒 中小

さの萬 宮町14-19 26-3352 食料品・飲料・お酒 中小

新月堂 青木325－12 27-0114 食料品・飲料・お酒 中小

スーパーぎんこう 下条388-2 58-0109 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮朝日町店 朝日町3-22 25-1711 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮大中里店 大中里1170-1 22-5308 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮黒田店 黒田215-16 22-8228 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮城北町店 城北町30 26-3911 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮田中町店 田中町737-35 23-8610 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮野中橋店 野中町80 26-1381 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮橋戸店 小泉1538-22 22-4221 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮羽鮒店 羽鮒1961-1 65-3237 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮東阿幸地店 東阿幸地町690 23-8211 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮ひばりが丘店 ひばりが丘714 25-1700 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮富士見ヶ丘店 富士見ヶ丘39-1 22-8077 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮万野原店 万野原新田3063-1 23-4553 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮万野原西店 万野原新田3892-1 25-3522 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮三園平店 宮北町102 23-5322 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮山宮南店 外神2191-9 58-8909 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮淀師店 淀師489-2-6 25-3881 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮淀平町店 淀平町680 22-5585 食料品・飲料・お酒 中小

セブンイレブン富士宮若の宮店 若の宮町379 22-3371 食料品・飲料・お酒 中小

武井精肉店 小泉30-1 23-0252 食料品・飲料・お酒 中小

つるや珍味 宮町10-6 26-4575 食料品・飲料・お酒 中小

デイズ田中町店 田中町69-1 25-8888 食料品・飲料・お酒 中小

デイズ万野店 万野原新田4165-1 22-4444 食料品・飲料・お酒 中小

デイズ三園平店 三園平457-2 23-3535 食料品・飲料・お酒 中小

dimanche matin 外神2191-11 59-0311 食料品・飲料・お酒 中小

（資）藤太郎　城北店 城北町452 26-0811 食料品・飲料・お酒 中小

（資）藤太郎　西駅前店 西町26-15 26-3284 食料品・飲料・お酒 中小

（資）藤太郎　本店 大宮町8-3 26-4118 食料品・飲料・お酒 中小

長崎屋洋菓子店 万野原新田3324-10 27-4832 食料品・飲料・お酒 中小

株式会社　肉のすずき 浅間町4-4 27-0461 食料品・飲料・お酒 中小
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肉のむらまつ 大中里784-12 27-5217 食料品・飲料・お酒 中小

西酒屋酒店 中央町2-11 26-3467 食料品・飲料・お酒 中小

バイエルンマイスタービール(有) 上井出1254-1 54-3311 食料品・飲料・お酒 中小

パティスリー　ジャヴァ 前田町137-2 26-2058 食料品・飲料・お酒 中小

ファーマーズマーケット　う宮～な 外神123 59-2022 食料品・飲料・お酒 中小

ファミリーマート富士宮あごやま店 大中里1109-1 27-4171 食料品・飲料・お酒 中小

富士高砂酒造(株) 宝町9-25 27-2008 食料品・飲料・お酒 中小

株式会社藤野屋 西町6-33 26-3280 食料品・飲料・お酒 中小

富士正酒造合資会社 根原450-1　あさぎりフードパーク内 52-0313 食料品・飲料・お酒 中小

ブンゴヤ 中央町13-2 26-3987 食料品・飲料・お酒 中小

ポテト粟倉店 粟倉南町158 24-5005 食料品・飲料・お酒 中小

ポテト城山店 豊町19-27 23-6787 食料品・飲料・お酒 中小

ポテト野中店 野中東町181 23-0816 食料品・飲料・お酒 中小

ポテト淀川店 淀川町36-15 23-0509 食料品・飲料・お酒 中小

牧野酒店 淀川町35-17 26-3425 食料品・飲料・お酒 中小

牧野酒造（資） 下条1037 58-1188 食料品・飲料・お酒 中小

(株)増田屋本店 中央町8-13 26-3380 食料品・飲料・お酒 中小

丸一食料品店 大宮町8-4 26-2208 食料品・飲料・お酒 中小

マルキーズ 宮町14-16 27-0047 食料品・飲料・お酒 中小

銘茶　やまいち園 山本800 27-1059 食料品・飲料・お酒 中小

もちのき小泉店 小泉226-1 23-4568 食料品・飲料・お酒 中小

もちのき万野店 万野原新田3072-7 23-6511 食料品・飲料・お酒 中小

もちのき宮原店 宮原225-3 26-1088 食料品・飲料・お酒 中小

（薬草堂）オフィス宇野 宮北町145 25-2424 食料品・飲料・お酒 中小

山田屋酒店 山宮2649-3 58-1018 食料品・飲料・お酒 中小

山津商店 淀平町120 26-5970 食料品・飲料・お酒 中小
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カインズホーム富士宮店 万野原新田4136-7 28-1000 インテリア・生活雑貨・寝具 大規模

アンティサマンサ 中央町3-8 24-8924 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

(株)市川家具センター富士宮店 田中町578 26-5117 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

井出ふとん店 北山1525-1 58-1075 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

インテリア　石川 大久保530 65-0941 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

インテリア加藤 大宮町8-1 27-1381 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

インテリア館　ENDO 元城町30-19 22-1490 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

インテリアマルチョー 東町23-23 23-0620 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

(株)ヱチゼンヤ 大宮町8-6 26-5288 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

太田川家具店 若の宮町240-1 27-0084 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

カーテン館　コンチェル 外神143-1
59-1441
58-6775

インテリア・生活雑貨・寝具 中小

（株）かごや 淀平町714 25-0181 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

くらし館にしかわ 浅間町2-5 27-3392 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

寿屋ふとん店 羽鮒1212-24 65-0052 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

篠原金物店 西町26-20 26-2476 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

寝具・インテリア　かじわら 朝日町15-23 27-1895 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

(株)寝具の佐野 東町13-14 27-2632 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

杉本家具店 西町5-16 26-4339 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

鈴木印店 大宮町2-3 26-2909 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

(有)坪井寝装 淀川町16-9 27-6780 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

ナチュラルアクション　ジェネラルストア 内房2193-8 65-1123 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

(株)野中綿行静岡 三園平1729 27-8261 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

（有）富士ハンプ・カーテンウェーブ 城北町391 26-4552 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

仏壇・仏具の喜代美屋 西町17-9 26-3878 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

前田陶器店 大宮町7-15 26-2370 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

宮崎蒲団店 宮町12-22 26-3262 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

山田屋陶器店 大宮町10-2 26-3789 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

ルームフジ室内装飾 中央町12-14 24-2551 インテリア・生活雑貨・寝具 中小

小田急西富士ゴルフ倶楽部 内野1291-1 54-2000 スポーツ・アウトドア 中小

(有)オノダスポーツ 西町5-12 26-3644 スポーツ・アウトドア 中小

市民体育館 外神東町115 58-6111 スポーツ・アウトドア 中小

市民テニスコート 外神東町115 58-6111 スポーツ・アウトドア 中小

市民プール 外神東町122-2 58-6606 スポーツ・アウトドア 中小

外神スポーツ広場 外神東町114 58-6111 スポーツ・アウトドア 中小

スポーツ館　一球堂 大宮町9-15 23-1910 スポーツ・アウトドア 中小

ナチュラルアクション　アウトドアツアーズ 内房2193-8 65-1123 スポーツ・アウトドア 中小

ピラティス スタジオ　FOREVER31 大宮町8-2 090-2920-5731 スポーツ・アウトドア 中小

富士宮ゴルフクラブ 野中1127-1 23-3000 スポーツ・アウトドア 中小

ＦＬＯＷスポーツクラブ 田中町157-1 27-0345 スポーツ・アウトドア 中小

ミネオスポーツ 城北町117-2 23-0345 スポーツ・アウトドア 中小
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ウエルシア富士宮阿幸地店 東阿幸地135 28-6200 美容・健康・薬局 大規模

赤池ヘアーデザイン 中央町1-7 23-9880 美容・健康・薬局 中小

(有)アメリカヤ薬局 東町15-2 26-2371 美容・健康・薬局 中小

いけだ化粧品店 大宮町18-6 26-2247 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア富士宮粟倉店 粟倉南町159 22-4678 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア富士宮小泉店 小泉字代宮屋敷2160-1 28-5688 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア富士宮城山店 若の宮町16 28-5089 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア富士宮田中町店 田中町299-1 25-5100 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア富士宮西小泉店 西小泉町19-2 25-5589 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア富士宮万野原店 万野原新田4153-1 21-0089 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア富士宮宮原店 宮原321-2 25-5590 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア富士宮淀師店 淀師120-1 28-0289 美容・健康・薬局 中小

ウエルシア淀平店 淀平町722 22-6230 美容・健康・薬局 中小

大宮美粧院 大宮町5-12 24-0224 美容・健康・薬局 中小

カットハウス　アムール ひばりが丘879 23-8331 美容・健康・薬局 中小

漢方薬のかぎや薬局 宮町8-23 26-2363 美容・健康・薬局 中小

コスメケアハウスぱふ 弓沢町455-7 23-0234 美容・健康・薬局 中小

桜カイロプラクティック施術院 城北町95 090-1232-0739 美容・健康・薬局 中小

スケサン ＩＮＤＥＸ 西町11-16 27-3276 美容・健康・薬局 中小

ＢＥ－ｕｐけいりんどう 北町7-16　ヴィラ・ノーテ 26-1889 美容・健康・薬局 中小

美ｉｎｇＡＺけいりんどう 神田川町17-10 26-3661 美容・健康・薬局 中小

美容室 SECOND by Four Seasons 三園平1679　ヴィラアムール2F 23-3737 美容・健康・薬局 中小

深爪・巻爪補正men's cure専門店 健美爪 淀平町767-1 23-3840 美容・健康・薬局 中小

富士宮酵素風呂 穂波町3-12 21-9009 美容・健康・薬局 中小

hair studio SHIBATA 万野原新田4105 24-0576 美容・健康・薬局 中小

マルキチ 西町5-11 26-3727 美容・健康・薬局 中小

村松薬局 大宮町17-2 26-2339 美容・健康・薬局 中小

(有)山本化粧品店 大宮町2-1 26-2973 美容・健康・薬局 中小

ジャンボエンチョー富士宮店 万野原新田3736-1 22-3300 ペット・花・ＤＩＹ 大規模

あさぎりハーブ　シオン 上井出3472-66 54-2777 ペット・花・ＤＩＹ 中小

犬のシャンプー　ちびり 若の宮町860　住吉パレス12 090-7857-4488 ペット・花・ＤＩＹ 中小

株式会社佐野農園 朝日町18-11 26-3518 ペット・花・ＤＩＹ 中小

鈴木化成品 田中町835 27-1255 ペット・花・ＤＩＹ 中小

(有)フラワーショップ蝶々園ヴィラ・ノーテ店 北町7-16　ヴィラ・ノーテ 23-8711 ペット・花・ＤＩＹ 中小

(有)フラワーショップ蝶々園本店 大宮町25-4 26-2282 ペット・花・ＤＩＹ 中小

(株)戸田書店　富士宮店 矢立町935 24-4955 本・音楽・玩具 中小

株式会社　谷島屋　富士宮店 宮北町71 22-8020 本・音楽・玩具 中小

ロックハウスポパイ 中央町3-5 26-4117 本・音楽・玩具 中小

居酒屋　たぬき 阿幸地町172 22-4646 飲食店・居酒屋 中小

一番亭　阿幸地店 東阿幸地698 23-6011 飲食店・居酒屋 中小

彩鶏高原ダイニングfun 若の宮町735 66-8754 飲食店・居酒屋 中小

岩市　本店 大宮町8-18 27-7153 飲食店・居酒屋 中小

魚けん 大宮町2-12 26-4143 飲食店・居酒屋 中小

うるおいてい 淀師415-2 24-7155 飲食店・居酒屋 中小

F's Marche 小泉90-1 66-8909 飲食店・居酒屋 中小

お食事処　山下 中央町3-4 26-8060 飲食店・居酒屋 中小

お宮横丁 甘味ジェラートぷくいち 宮町4-23　お宮横丁内 25-2061 飲食店・居酒屋 中小

お宮横丁　むすび屋 宮町4-23　お宮横丁内 25-2144 飲食店・居酒屋 中小

かつ銀　阿幸地店 東阿幸地698 23-5552 飲食店・居酒屋 中小

割烹　竹の子 大宮町16-12 26-4019 飲食店・居酒屋 中小
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カフェ　サロン　アリス 上条195-1 58-4502 飲食店・居酒屋 中小

カフェ　のっ野 豊町12-3 68-2351 飲食店・居酒屋 中小

喫茶店　土一揆 山本258-43 23-4040 飲食店・居酒屋 中小

Kitchen Cloud-Hat 原431 54-2557 飲食店・居酒屋 中小

魚匠樹苑 中央町7-8 22-6722 飲食店・居酒屋 中小

くーみんはうす 宮町8-30 26-9688 飲食店・居酒屋 中小

ゲストハウス　フォレスト・ヒルズ　トスカーナ 黒田205-1 22-8899 飲食店・居酒屋 中小

ここずらよ 宮町1-1 24-2544 飲食店・居酒屋 中小

相模屋 宮町11-8 26-3996 飲食店・居酒屋 中小

さくや長屋門ダイニング 大宮町6-22 66-8011 飲食店・居酒屋 中小

老舗焼肉めいげつえん 阿幸地町35 27-1945 飲食店・居酒屋 中小

食酒甘味茶屋てんじくや 西町5-8 22-0700 飲食店・居酒屋 中小

四五六菜館 富士見ヶ丘239 23-5971 飲食店・居酒屋 中小

すし処米津 朝日町9-6 27-3741 飲食店・居酒屋 中小

スナック樹苑 中央町14-9 22-0668 飲食店・居酒屋 中小

蕎麦　どあひ 粟倉2735-58 23-5023 飲食店・居酒屋 中小

蕎麦割烹志ほ川本店 西町5-5 27-3363 飲食店・居酒屋 中小

たかのチェーン　富士宮店 浅間町12-10 23-9001 飲食店・居酒屋 中小

中華料理ふくじん 東町14-3 27-7162 飲食店・居酒屋 中小

手打ちそば　蕎友館 城北町15 23-0260 飲食店・居酒屋 中小

鉄板焼ちゃん駅前店 中央町9-3 22-3835 飲食店・居酒屋 中小

鉄板焼ちゃんバイパス店 中原町6 22-0111 飲食店・居酒屋 中小

DOIFARM 下条777-1 58-7078 飲食店・居酒屋 中小

ドトールコーヒーショップ　エッソ富士宮バイパス店 ひばりが丘700 27-4402 飲食店・居酒屋 中小

（有）とんかついとう 小泉622-18 23-4593 飲食店・居酒屋 中小

沼津魚がし鮨　流れ鮨　富士宮店 富士見ヶ丘415-1 28-0123 飲食店・居酒屋 中小

萩の亭 万野原新田2867-2 26-1231 飲食店・居酒屋 中小

ビュッフェレストラン　ふじさん 根原449-10　あさぎりフードパーク内 29-5501 飲食店・居酒屋 中小

富士宮やきそば学会　(株)プロシューマー 宮町4-23　お宮横丁内 22-5341 飲食店・居酒屋 中小

富士宮やきそば専門店　すぎ本 宮町4-23　お宮横丁内 24-8272 飲食店・居酒屋 中小

ベルポームジロー 若の宮町224-2 24-3756 飲食店・居酒屋 中小

ポークマン樹々苑 中央町15-4 27-6077 飲食店・居酒屋 中小

丸石寿し料理旅館 宮町10-1 27-2359 飲食店・居酒屋 中小

村田屋 西町10-13 26-4028 飲食店・居酒屋 中小

八百萬 三園平11 68-2480 飲食店・居酒屋 中小

焼肉飯店京昌園富士宮店 ひばりが丘147 26-8929 飲食店・居酒屋 中小

龍鳳 中央町3-4 26-4032 飲食店・居酒屋 中小

レストラン志ほ川 城北町667 24-0100 飲食店・居酒屋 中小

Restaurant　Mitsu 小泉2343-102 22-4439 飲食店・居酒屋 中小

れっどぱーる 青木133 24-4071 飲食店・居酒屋 中小

ろばた樹苑 中央町14-9 22-7522 飲食店・居酒屋 中小

和の食彩　天道 外神237-11 58-3813 飲食店・居酒屋 中小

ウエマツ時計店 宮町14-5 23-1507 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 中小

オプティックイマムラ 宮原店 宮原377-1 24-6635 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 中小

カサ・デ・ヨコヤマ 淀師1117-8 24-0227 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 中小

金星堂時計店 西町10-3 26-3635 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 中小

美光堂カメラ店 中央町3-9 23-1342 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 中小

眼鏡市場　富士宮阿幸地店 阿幸地町767 22-1818 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 中小

眼鏡市場　富士宮店 宮町7-6 23-6229 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 中小

メガネの春田 大宮町2-5 27-2408 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 中小
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オートバックス　富士宮店 中原町270 22-6260 車両・燃料 大規模

アトム石油 長貫1084-1 65-5700 車両・燃料 中小

イエローハット　富士宮店 西小泉町29-1 22-1700 車両・燃料 中小

有限会社オートセールス 富士見ヶ丘436 22-6543 車両・燃料 中小

岡重株式会社　エクスプレス小泉SS 小泉155-3 25-5822 車両・燃料 中小

岡重株式会社　ガス部 ひばりが丘698 27-6111 車両・燃料 中小

岡重株式会社　クリア25車検富士宮店 宮原387-1 66-8511 車両・燃料 中小

オブリック(株)本社 田中町543 24-2211 車両・燃料 中小

(株)久野 上井出870-15 54-2253 車両・燃料 中小

（有）笹原自動車工業 万野原新田4047-3 27-7756 車両・燃料 中小

さのじろう商店 下条466 58-0024 車両・燃料 中小

佐野石油(株)バイパス小泉店 小泉1931-6 27-2315 車両・燃料 中小

ジェームス富士宮店 浅間町7-3 21-1122 車両・燃料 中小

城商店 宮原353 27-2867 車両・燃料 中小

白糸自動車整備工場 内野20-3 54-2737 車両・燃料 中小

スズキアリーナ富士宮　(株)渡邉自動車商会 錦町2-36 27-3370 車両・燃料 中小

駿河石油株式会社　富士宮中央給油所 万野原新田3749-1 27-7729 車両・燃料 中小

髙橋燃料店 矢立町450 26-4371 車両・燃料 中小

（有）テラダモータース 東町10-1 26-2657 車両・燃料 中小

土井石油 山本769-4 26-8007 車両・燃料 中小

トヨタカローラ静岡株式会社　富士宮店 小泉919-5 23-7031 車両・燃料 中小

峰自動車工業(株) 源道寺町1098 26-8181 車両・燃料 中小

池谷文具店 東町8-21 24-3211 文具・事務機・スチール家具 中小

(有)後藤文具 朝日町18-18 26-4043 文具・事務機・スチール家具 中小

(有)サノ文具 淀川町36-18 27-1023 文具・事務機・スチール家具 中小

(株)芙蓉堂バイパス店 矢立町955 27-3336 文具・事務機・スチール家具 中小

(株)芙蓉堂本店 大宮町13-7 26-5285 文具・事務機・スチール家具 中小

文具の蔵Ｒｉｈｅｉ 宮町8-29 27-2725 文具・事務機・スチール家具 中小
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エスポット富士宮店 矢立町927 25-8000 その他 大規模

ピアゴ富士宮店 東阿幸地541 24-6777 その他 大規模

富嶽温泉　花の湯 ひばりが丘805 28-1126 その他 大規模

(有)Outer Network 中央町2-4 27-0201 その他 中小

アラジン 北町21-5 23-6868 その他 中小

岩田種苗店 西町24-2 26-3718 その他 中小

岳南タクシー 中央町15-17 26-4114 その他 中小

(株)鍛冶熊 大宮町11-17 26-5281 その他 中小

割烹旅館　小川荘 大宮町10-1 26-2197 その他 中小

(有)クボタ塗料 宝町14-15 27-4495 その他 中小

（有）コロンブストラベル 外神1679-2 58-1513 その他 中小

株式会社　佐野包装　小売部 宝町18-15 23-2968 その他 中小

株式会社　佐野包装　配送センター 宝町10-15 25-2968 その他 中小

静岡ガス　エネリア富士宮 錦町2-23 25-5000 その他 中小

芝川モータース 内房3310-3 65-0157 その他 中小

鈴木畳店 内房3393 65-0141 その他 中小

清石油・清モータース 西山1483-1 65-0056 その他 中小

第一交通（有） 宮町11-13 26-4111 その他 中小

ダスキン富士宮 黒田13-1 27-3084 その他 中小

ドコモショップ宮北店 淀平町827-5 25-5045 その他 中小

（有）二の宮石材 豊町6-10 26-2716 その他 中小

パッケージプラザ富士宮店 万野原新田4097-1 25-6770 その他 中小

株式会社原制服店 矢立町284 22-4451 その他 中小

HANDMADE-ZAKKA　PAKAMOGOLY 城北町95 090-1232-0738 その他 中小

平田屋畳店 朝日町1-19 27-0891 その他 中小

(株)ふじ観光プランニング 万野原新田2902-1 26-6755 その他 中小

富士急トラベル株式会社　富士富士宮支店 中央町14-11 26-1110 その他 中小

富士宮富士急ホテル 中央町15-18 23-6666 その他 中小

富士ミルクランド 上井出3690 54-3690 その他 中小

プロショップ金物館ニシカワ 浅間町2-5 27-2185 その他 中小

ヘアーサロン　セピア 長貫1181 65-0158 その他 中小

まかいの牧場 内野1327 54-0342 その他 中小

松本畳店 大宮町23-3 26-3690 その他 中小
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イオンリテール(株) イオンスタイル富士宮 浅間町1-8 25-5310 その他 大規模

アヴェニュー 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

アスビー 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

GRAN　SAC’S 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

グローブ 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

THE SHOP TK 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

シャレル 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

スタジオクリップ 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

HusHush 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

フォレストハート 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

ブリーズ 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

マザウェイズ 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

無印良品 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

メイリールー 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

Right－ｏｎ 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

レプシィム 浅間町1-8 68-7200 ファッション（衣料品・靴・鞄等） 大規模

ノジマ 浅間町1-8 68-7200 家電・ＴＶ・パソコン 大規模

口福堂 浅間町1-8 68-7200 食料品・飲料・お酒 大規模

サンクゼール・久世福商店 浅間町1-8 68-7200 食料品・飲料・お酒 大規模

竹茗堂茶店 浅間町1-8 68-7200 食料品・飲料・お酒 大規模

織部 浅間町1-8 68-7200 インテリア・生活雑貨・寝具 大規模

スワンキーマーケット 浅間町1-8 68-7200 インテリア・生活雑貨・寝具 大規模

Ｓｅｒｉａ 浅間町1-8 68-7200 インテリア・生活雑貨・寝具 大規模

ハピンズ 浅間町1-8 68-7200 インテリア・生活雑貨・寝具 大規模

メゾネット 浅間町1-8 68-7200 インテリア・生活雑貨・寝具 大規模

メルヘン 浅間町1-8 68-7200 インテリア・生活雑貨・寝具 大規模

CORNERS 浅間町1-8 68-7200 スポーツ・アウトドア 大規模

SWEN 浅間町1-8 68-7200 スポーツ・アウトドア 大規模

ヒマラヤ 浅間町1-8 68-7200 スポーツ・アウトドア 大規模

イレブンカット 浅間町1-8 68-7200 美容・健康・薬局 大規模

DHC 浅間町1-8 68-7200 美容・健康・薬局 大規模

ペテモ 浅間町1-8 68-7200 ペット・花・ＤＩＹ 大規模

アニメイト 浅間町1-8 68-7200 本・音楽・玩具 大規模

ヴィレッジヴァンガード 浅間町1-8 68-7200 本・音楽・玩具 大規模

大垣書店 浅間町1-8 68-7200 本・音楽・玩具 大規模

ホビーゾーン 浅間町1-8 68-7200 本・音楽・玩具 大規模

煌 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

鎌倉パスタ 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

ケンタッキー 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

サーティーワンアイスクリーム 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

サブウェイ 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

しゃぶしゃぶ美山 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

スガキヤ 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

スターバックスコーヒー 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

たまごの星 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

築地銀だこ 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

パスタ屋一丁目 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

ミスタードーナツ 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

リンガーハット 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

レストラン　ステーキＤＡＤＡ 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模
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レッドクリフ 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

ロッテリア 浅間町1-8 68-7200 飲食店・居酒屋 大規模

キラット 浅間町1-8 68-7200 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 大規模

タイムステーションNEO 浅間町1-8 68-7200 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 大規模

中央コンタクト 浅間町1-8 68-7200 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 大規模

ブランドショップ　ハピネス 浅間町1-8 68-7200 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 大規模

ミルフローラ 浅間町1-8 68-7200 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 大規模

メガネの愛眼 浅間町1-8 68-7200 時計・宝飾・眼鏡・カメラ 大規模

イオンシネマ富士宮 浅間町1-8 68-7200 その他 大規模

フォトスタジオふぁんふぁん 浅間町1-8 68-7200 その他 大規模

マジックミシン 浅間町1-8 68-7200 その他 大規模
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